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1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年12月31日） 

（注）潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式がないため記載していません。 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第3四半期 6,261 △13.4 79 △88.3 100 △85.5 32 △90.2

21年3月期第3四半期 7,229 ― 677 ― 691 ― 329 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年3月期第3四半期 4.14 ―

21年3月期第3四半期 42.20 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期第3四半期 7,304 5,938 81.3 761.68
21年3月期 8,095 6,171 76.2 791.38

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  5,938百万円 21年3月期  6,171百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 19.50 ― 20.00 39.50
22年3月期 ― 19.50 ―

22年3月期 
（予想）

10.50 30.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 8,400 △12.0 220 △74.0 240 △72.3 120 △61.1 15.39
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4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は４ページ【定性的情報・財務諸表等】４.その他をご覧下さい。 

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項
等の変更に記載されるもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 8,264,850株 21年3月期  8,264,850株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  468,399株 21年3月期  467,003株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第3四半期 7,796,913株 21年3月期第3四半期 7,799,382株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

業績予想につきましては発表日現在のデータに基づき作成したものであり、様々な不確定要素が内在しておりますので、実際の業績はこれらの予想数値
と異なる場合があります。なお、業績予想に関連する事項につきましては４ページ【定性的情報・財務諸表等】３.業績予想に関する定性的情報をご覧下さ
い。 
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当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、昨年来の景気低迷に下げ止まりや回復の兆しが見られるものの、

厳しい雇用情勢と個人消費や設備投資の低調な動きが続いており、先行き不透明な状況にあります。情報サービス

産業におきましても、顧客の情報化投資は依然として凍結や抑制の傾向にあり、厳しい経営環境が続いておりま

す。一方で、クラウドコンピューティングの進展に対応したサービスの提供が求められるほか、業界再編の兆候も

顕在化するなど当業界は新たな局面を迎えております。 

このような情勢の下、当社では、一括アウトソーシングでの事業推進を強化することで経営資源の集中を図ると

ともに、中核を担うコアリーダーの育成に注力し、生産性・収益性の向上に努めてまいりました。また、事業所間

の連携・協力及び技術者育成の態勢強化を図り、顧客ニーズの迅速な把握と対応に取り組みました。 

 しかしながら、製造業を中心とする顧客企業の情報化投資抑制の影響は大きく、技術者の稼働率が想定以上に低

下したことに加え、厳しい値下げ要求や稼働時間の大幅な減少等により収益性が悪化し、当第３四半期累計期間の

経営成績は、売上高6,261百万円（前年同期比13.4％減）、経常利益100百万円（前年同期比85.5％減）、四半期純

利益32百万円（前年同期比90.2％減）となりました。 

  

（１）資産・負債・純資産の状況 

当第３四半期会計期間末における資産合計は、前事業年度末に比べ790百万円減少し、7,304百万円となりま

した。 

流動資産は123百万円増加し、4,635百万円となりました。主な要因は、現金及び預金803百万円の減少や売

掛金78百万円の減少等があったものの、１年以内に償還を迎える投資有価証券を固定資産から流動資産に振り

替えた有価証券1,000百万円の増加があったことによるものであります。固定資産は914百万円減少し、2,669百

万円となりました。主な要因は、１年以内に償還を迎える投資有価証券1,000百万円を流動資産に振り替えたこ

と等によるものであります 

当第３四半期会計期間末における負債合計は、前事業年度末に比べ557百万円減少し、1,366百万円となりま

した。 

流動負債は565百万円減少し、1,287百万円となりました。主な要因は、預り金48百万円の増加があったもの

の、賞与引当金415百万円の減少や未払法人税101百万円の減少、短期借入金50百万円の減少等があったことに

よるものであります。固定負債は前事業年度末に比べ７百万円増加し、79百万円となりました。 

当第３四半期会計期間末における純資産合計は、前事業年度末に比べ232百万円減少し、5,938百万円となり

ました。主な要因は、その他有価証券評価差額金44百万円の増加や四半期純利益32百万円の計上があったもの

の、配当金307百万円の支払いによる減少等があったことによるものであります。 

（２）キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ703百万円減少し、2,110百万

円となりました。 

なお、当第３四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果使用した資金は360百万円（前年同期は58百万円の獲得）となりました。これは主に、税引

前四半期純利益87百万円の計上があったものの、売上債権78百万円の減少や賞与引当金415百万円の減少、法人

税等の支払額153百万円があったことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果得られた資金は13百万円（前年同期は81百万円の獲得）となりました。これは主に、投資有

価証券400百万円の取得による支出があったものの、有価証券299百万円の償還による収入や定期預金100百万円

の払戻しによる収入があったことによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は356百万円（前年同期は309百万円の使用）となりました。これは主に、短期

借入金50百万円の返済や配当金304百万円の支払いによるものであります。 

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報

旭情報サービス㈱ （9799） 平成22年３月期 第３四半期決算短信（非連結）
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 製造業を中心とする顧客企業の情報化投資抑制の影響は大きく、当第３四半期会計期間において契約単価の引下

げ圧力が一段と強まり、技術者の稼働率も想定以上に低下した状況が続いたことから、当期末における収益の改善

は難しいものと判断し、平成21年10月28日公表の通期業績予想を修正いたしました。 

  

① 固定資産の減価償却の算定方法 

減価償却の方法として定率法を採用している固定資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分

して算定する方法によっております。 

② 税金費用については、当第３四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の

実効税率を合理的に見積もり、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。ただし、

当該見積実効税率を用いて税金を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用し

ております。なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

 該当事項はありません。 

  

３．業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

旭情報サービス㈱ （9799） 平成22年３月期 第３四半期決算短信（非連結）
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,110,944 2,914,039

売掛金 1,128,855 1,207,507

有価証券 1,000,800 －

前払費用 46,087 53,236

繰延税金資産 328,871 329,295

その他 20,076 7,743

流動資産合計 4,635,634 4,511,822

固定資産   

有形固定資産 102,571 114,996

無形固定資産 14,259 16,772

投資その他の資産   

投資有価証券 910,108 1,787,292

長期預金 800,000 800,000

賃貸不動産 115,219 118,372

敷金及び保証金 263,807 267,370

保険積立金 389,386 389,386

前払年金費用 53,765 59,396

繰延税金資産 8,420 11,962

その他 11,631 17,934

投資その他の資産合計 2,552,338 3,451,714

固定資産合計 2,669,169 3,583,483

資産合計 7,304,804 8,095,305

旭情報サービス㈱ （9799） 平成22年３月期 第３四半期決算短信（非連結）
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

短期借入金 430,000 480,000

未払金 35,523 59,402

未払費用 386,180 362,910

未払法人税等 51,770 152,827

未払消費税等 28,448 74,322

預り金 79,208 31,141

賞与引当金 262,500 678,000

その他 13,719 13,800

流動負債合計 1,287,349 1,852,403

固定負債   

役員退職慰労引当金 79,051 71,780

固定負債合計 79,051 71,780

負債合計 1,366,400 1,924,183

純資産の部   

株主資本   

資本金 733,360 733,360

資本剰余金 624,519 624,519

資本準備金 623,845 623,845

その他資本剰余金 674 674

利益剰余金 5,014,613 5,290,294

利益準備金 144,000 144,000

別途積立金 4,090,000 4,090,000

繰越利益剰余金 780,613 1,056,294

自己株式 △350,900 △349,739

株主資本合計 6,021,592 6,298,434

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,421 △47,545

土地再評価差額金 △79,767 △79,767

評価・換算差額等合計 △83,188 △127,312

純資産合計 5,938,403 6,171,121

負債純資産合計 7,304,804 8,095,305

旭情報サービス㈱ （9799） 平成22年３月期 第３四半期決算短信（非連結）
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 7,229,200 6,261,176

売上原価 5,441,192 5,141,960

売上総利益 1,788,008 1,119,216

販売費及び一般管理費 1,110,946 1,039,778

営業利益 677,062 79,437

営業外収益   

受取利息 8,998 12,969

受取配当金 6,193 5,065

賃貸不動産収入 5,026 6,237

雑収入 6,055 6,749

営業外収益合計 26,273 31,021

営業外費用   

支払利息 6,538 4,998

賃貸不動産費用 5,019 5,164

営業外費用合計 11,557 10,163

経常利益 691,777 100,295

特別利益   

投資有価証券売却益 1 －

特別利益合計 1 －

特別損失   

投資有価証券評価損 103,749 12,269

固定資産除却損 6,888 670

事務所移転費用 6,098 －

その他 166 －

特別損失合計 116,901 12,940

税引前四半期純利益 574,876 87,355

法人税等 245,696 55,048

四半期純利益 329,180 32,307

旭情報サービス㈱ （9799） 平成22年３月期 第３四半期決算短信（非連結）
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 574,876 87,355

減価償却費 18,767 19,663

長期前払費用償却額 6,992 7,095

賞与引当金の増減額（△は減少） △300,002 △415,500

有形固定資産除却損 6,888 670

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △2,655 7,271

投資有価証券評価損益（△は益） 103,749 12,269

投資有価証券売却損益（△は益） △1 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,959 －

受取利息及び受取配当金 △15,191 △18,034

支払利息 6,538 4,998

賃貸不動産収入 △5,026 △6,237

賃貸不動産費用 5,019 5,164

売上債権の増減額（△は増加） △4,567 78,651

保険積立金の増減額（△は増加） 59,531 －

その他の資産の増減額（△は増加） △27,729 3,619

未払費用の増減額（△は減少） 41,799 23,269

未払消費税等の増減額（△は減少） △8,491 △45,873

その他の負債の増減額（△は減少） 48,797 19,667

その他 △13,336 △1,095

小計 497,919 △217,043

利息及び配当金の受取額 15,202 15,536

利息の支払額 △6,480 △4,887

法人税等の支払額 △448,351 △153,649

営業活動によるキャッシュ・フロー 58,289 △360,044

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △56,850 △3,195

投資有価証券の取得による支出 △750,383 △400,000

投資有価証券の売却による収入 17,673 15,599

投資有価証券の償還による収入 500,000 －

有価証券の償還による収入 － 299,110

定期預金の預入による支出 △100,000 －

定期預金の払戻による収入 500,000 100,000

賃貸不動産の賃貸による収入 5,461 6,237

賃貸不動産の管理による支出 △2,201 △2,011

敷金の差入による支出 △47,097 △4,367

敷金の回収による収入 19,305 3,847

その他 △4,783 △2,200

投資活動によるキャッシュ・フロー 81,123 13,019

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 － △50,000

自己株式の増減額（△は増加） △2,649 △1,160

配当金の支払額 △306,400 △304,909

財務活動によるキャッシュ・フロー △309,050 △356,070

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △169,636 △703,094

現金及び現金同等物の期首残高 2,769,319 2,814,039

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,599,682 2,110,944

旭情報サービス㈱ （9799） 平成22年３月期 第３四半期決算短信（非連結）
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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（生産・受注・販売の状況）  

① 生産実績 

 当第３四半期累計期間の生産実績を部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

② 受注状況 

 当第３四半期累計期間における受注状況を部門別に示すと、次のとおりであります。 

（注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

③ 販売実績 

 当第３四半期累計期間の販売実績を部門別に示すと、次のとおりであります。 

（注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

６．その他の情報

部門別 
当第３四半期累計期間 

（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

前年同四半期比（％） 

ネットワークサービス（千円）  3,980,727  92.6

システム開発（千円）  1,496,990  77.2

システム運用（千円）  708,354  81.3

ＯＡサービス（千円）  75,103  62.3

合計（千円）  6,261,176  86.6

部門別 受注高（千円） 前年同四半期比(％) 受注残高（千円） 前年同四半期比(％) 

ネットワークサービス  3,981,169  92.6  6,620  －

システム開発  1,525,007  78.6  28,017  2,018.5

システム運用  708,354  81.3  －  －

ＯＡサービス  75,103  62.3  －  －

合計  6,289,635  87.0  34,637  2,495.5

部門別 
当第３四半期累計期間 

（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

前年同四半期比（％）  

ネットワークサービス（千円）  3,980,727  92.6

システム開発（千円）  1,496,990  77.2

システム運用（千円）  708,354  81.3

ＯＡサービス（千円）  75,103  62.3

合計（千円）  6,261,176  86.6
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